平成２７年 ２月１６日

湖風会「工学部学友会」
記録：藤浪市郎

第２０回（平成２７年 ２月）「工学部学友会」理事会の記録
立春が過ぎたとはいえ春は名のみで相変わらず寒い日が続き、寒気団の南下で北海道・東北・近畿
地方の日本海側は大雪になっている。が、一方で梅の開花便りも聞かれるようになってきた。
そんな中、今年初めての、また今年度の締めの理事会が開催された。
（１）日 時
（２）場 所
（３）出席者

：平成２７年 ２月 15 日（日）１０：００～１４：３０
：パナソニックリゾート大阪 第 5 会議室
：立入会長、国領・林(正)副会長、奥村顧問、松下代表理事、藤田・内片・山添
谷川・若林・長谷・平野・藤浪各理事、奥 満男氏
（４）議事内容 （司会；平野理事）
配布資料：第 20 回｢工学部学友会｣理事会開催案内及び議題
平成 26 年度｢工学部学友会｣活動計画・実績（1502）
連携推進ﾁｰﾑ 26・27 年度活動方針（26 年度実績フォロー）
「湖風会」平成 26 年度 第 6 回役員会 [議事資料]他
平成 27 年度｢工学部学友会｣活動計画（案）
アンケート調査結果
京都ﾋﾞｼﾞﾈｽ交流ﾌｪｱ 2015 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
同上 大学・金融機関出展機関（産学公金連携マッチングフェア）
滋賀県立大学インターンシップ実施報告書（回覧）
人が育つ大学です（採用を呼び掛ける冊子、回覧）
１、立入会長の挨拶（要旨）
今年初めての理事会です。一年間役員が団結して頑張って活動していきたいので宜しくお願い
します。HP にも書きましたが今年は節目の年で、県大開学 20 周年・湖風会創設 10 周年・県
短開学 65 周年を迎えます。学科学年幹事各位の協力を得て輪を広げていきたいと思います。
我々学友会が学部支部として、湖風会及び大学との連携を深めながら更に飛躍したいと思って
おりますので、ご協力ご支援を宜しくお願い致します。
昨年末の理事会でもお願いしましたが、くれぐれも健康に注意して下さい。
それでは宜しくご審議下さい。
＜討議事項＞
２、「工学部学友会」の事業内容（活動方針）について
① 会員と湖風会及び県大工学部との連携について･･･＜連携推進ﾁｰﾑ＞代理若林理事
ａ）連携ﾁｰﾑ 26・27 年度活動方針に対する 26 年度実績フォロー
H26 年 4 月に設定した活動方針に対する 26 年度の実績が報告された。
大学及び湖風会との連携は大いに図られたと考える。特に第二回総会は県大での開催で
学生会員の協力・支援を得られ今後に期待される。
ｂ） 湖風会関連報告
2 月 14 日（土）第 6 回役員会、名簿管理委員会、大学との意見交換会が開催され若林
理事が代理出席。
1) 湖風会創設 10 周年記念事業について
記念式典は、H28 年 11 月 12 日（土）に開催予定。講演と祝賀パーティを実施予定。
講演者は県大関係者か話題性の有る外部者等を検討したいとのこと。
又、記念誌の発行とシンボルマークの設定を計画している。シンボルマークは、27 年
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度中にﾃﾞｻﾞｲﾝ科に依頼するつもりである。
2）年度末になるので、各支部の決算・活動実績、及び、来年度の助成金予算・活動計画を
3 月 20 日頃までに提出を求められた。交通費補助金も含め事務局で対応します。
3）名簿管理委員会で 10 周年記念事業として名簿発行の計画が進められているが、委託業
者のサラトの助言もあり発行時期を H28 年 11 月に決定した。
名簿頒布価格は 5～6,000 円/部位か。
4）県大開学 20 周年記念事業として、主に県大における学生支援（留学生を含む）や教育
の拡充の為「未来人材基金」を創設する。平成 32 年までに 3 億円を目標に基金を募る。
湖風会報の発送に併せ、基金趣意書、振込用紙を同封する。
② 名簿管理について・・・＜名簿管理ﾁｰﾑ＞国領ﾘｰﾀﾞｰ
ａ）役員名簿について
理事の西田 元春氏（S44C）から一身上の都合で退任を要望され、これを受理した。
又、S44C の奥 満男氏を理事として参画して頂くことを理事会で決定し、ご本人の承諾
を得た。その他の役員については当面そのままとする。
一部役員の事業担当を変更する。
「連携推進ﾁｰﾑ」―内片理事から長谷理事へ。
「活動支援ﾁｰﾑ」―長谷理事から奥理事へ それぞれ変更する。
ｂ）学科・学年幹事の見直しについて
本年度下記の学科学年幹事の見直し交替を行った。
S33-3M －山 田 有 冶 氏 → 石崎 洋一氏
S38M
－中 川 庄 治 氏 → 市橋 英昭氏
S43M
－冨士谷英正氏 → 富田 恵一氏
S44C
－山 元 泰 宏 氏 → 西田 元春氏
県大学科学年幹事の拡充については、安田先生にお願いしているが、県大開学 20 周年の
卒業生への案内連絡を通じて、ゼミ単位になるかも知れないが設定を図る。
ｃ）学科学年幹事に対し学友会としての働きかけをどうするか今後の課題である。
来年度の名簿管理ﾁｰﾑの打ち合わせは、H27/5 月、9 月、H28/1 月の予定。
③ 「工学部学友会」ＨＰについて・・・＜ＨＰ維持ﾁｰﾑ＞山添ﾘｰﾀﾞｰ
W3C（World Wide Web Consortium の略、HP 作成の標準化をすすめる国際的な非営利
団体）にて従来の「HTML4.01＆CSS2.0」から「HTML5 ＆ CSS３」で HP 作成するこ
とが H26 年 10 月 28 日に勧告された。
それに伴う学友会 HP の主な課題は、（イ）フレーム方式でのページ作成ができないこと。
（ロ）画像・動画・文書などのﾚｲｱｳﾄをテーブル式で行うことができないこと。
以上の対応として（イ）については昨年末で対応済である。（ロ）については、今年から
この「HTML5 ＆ CSS３」に則り作成を開始、1/30 に掲載の「廃棄物バスターズの紹介」
は新基準に則り作成した。今後、トップページのリニューアルを含めて、新基準で作成を
行う。
［参 考］＊HTML ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞ記述の為のﾏｰｸｱｯﾌﾟ言語。
＊CSS
ｳｪﾌﾞﾍﾟｰｼﾞなどのﾚｲｱｳﾄやﾃﾞｻﾞｲﾝに関する情報を記述したｽﾀｲﾙｼｰﾄ。
「HP 維持ﾁｰﾑ」はﾁｰﾑとしての活動が出来ていないし、定期的な活動は不要と思われるた
め 2015 年度から担当役員メンバーを【山添】のみとし、松下、藤浪、国領は削除する。
④ 県大工学部の活動支援について・・・＜活動支援ﾁｰﾑ＞立入ﾘｰﾀﾞｰ
ａ）2015 年 2 月 18～19 日に京都ビジネスフェア―2015 が開催されます。県大工学部も
参画されるし、OB 関連企業では、(株)藤井合金製作所、京都試作センター(株)、佐々木
機械(株)、(株)長濱製作所等が出品される。
皆さんも是非視察してください。
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ｂ）今年（来年度）の会社訪問は、
機械ｼｽﾃﾑ工学科を対象に(株)オーケーエム、材料科学科を対象に(株)麗光を予定してい
る。実施は７月中旬の予定。
ｃ）4 月初旬、廣川工学部長を学友会三役で表敬訪問（日取り調整の上）、学生の会社訪問、
工学部支援会、インターンシップ、就活の諸件等々の意見交換。
⑤ 同好会活動について・・・各世話役
ａ）ゴルフ同好会・・・立入世話役
今年度は、6 月 13 日（土）と 11 月 14 日（土）にコンペを開催予定です。
場所はオレンジシガ CC です。
ｂ）ウォーキング＆小旅行・・・国領世話役
今年度は 10 周年を記念した一泊旅行を計画したが参加者不足で中止となり、秋に「ﾄﾛ
ｯｺ列車と嵐山散策」を開催した。
来年度は 5 月 10 日（日）に石山寺、叶匠壽庵、宇治平等院、三星園抹茶作りの体験で
計画する。武田観光の中型バスをチャーターする予定。
ｃ）テニスの集い・・・林世話役
10 月 24 日（土）～25 日（日）に県大テニスコートで開催予定。
4/11、9/12 に幹事で打合せを行う。
ｄ）カラオケ愛好会・・・内片世話役
来年度は８月 23 日の理事会終了後にパナソニックリゾートで開催を予定する。
世話役に平野理事を加える。
e） フォト同好会・・・山添世話役
今年度は、ウォーキング＆小旅行と共催した。
来年度は 11 月 24 日（火）嵐山・嵯峨野で撮影会を開催予定。
⑥ 事務局
a）平成 27 年度の活動計画について議事を通じて確認したものは計画表に落とし込み、後
日配布します。
尚、理事会はアンケート結果も参考にし、原則として偶数月の第 3 日曜日とする。
ｂ）年度末で決算を締める必要があるので、立替金がある方は、会計の藤田理事まで連絡
ください。
ｃ）平成 27 年度の湖風会からの助成金は 10 万円で申請します。

次回、第２１回理事会開催予定
日 時；平成 2７年４月１９日（日）１３：00～
場 所；パナソニックリゾート大阪 会議室
議 題；別途案内します
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以上。

